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北 陸 労 働 金 庫

三谷文化振興財団

特定非営利活動促進法に掲げる活動
助成金総額300 万円

1 団体あたり 30 万円上限    

1件あたり20～ 30万円
    平成 29年 10月 1日～

　　　　　11月 30日

平成29年 9月 1日～

　　　　　10月 31日

募集期間締切助成金額助成対象事業

募 集 事 業 名

助成金名（助成機関名）

日　　時 内　　　容

内　　　容

会　　　場　

問い合せ先

詳細については、各助成機関のホームページなどでご確認ください！

詳細については、福井市ボランティアネットでご確認ください！

詳細については、福井市総合ボランティアセンターHPなどでご確認ください！

助 成 金 情 報
♥

講座・イベント情報
♥

ボランティア募集
♥

平成 29 年 9 月 24 日（日）

　　 10:00 ～ 12：00

海外ボランティアを知ろう！
・JICA 事業説明
・青年海外協力隊、シニア海外ボランティア体験談

・質疑応答

市民活動を応援する助成金合同説明会
・県民せいきょう市民活動助成金
・福井市自然活動促進補助金　・ＮＰＯ助成金制度

・三谷市民文化振興財団事業助成金

ハピリン
4階福井市総合ボランティアセンター
交流ひろば
主催：福井市総合ボランティアセンター

平成 29 年 10 月 5 日（木）

　　 18:30 ～ 20：00

ハピリン
4階福井市総合ボランティアセンター
研修室
主催：福井市総合ボランティアセンター

福井市ボランティアネット

福井市総合ボランティアセンター

しゃべり場

♥いっしょにゲームやクイズに参

加してください！♥

福井県立病院ボランティアの会

♥患者さんのためのボランティア

を募集しています♥

県民せいきょう羽水きらめき

♥サロン、デイサービスでのボラン
ティアを募集しています♥

やさしい日本語を使って、参加する外国の方と交流します。

第2土曜日10：00～12：00　福井市総合ボランティアセンター

第4金曜日　14：00～16：00　フェニックスプラザ3階

①毎週木曜（13：30～ 15：00）サロンの手伝い

　 県民せいきょうハーツ羽水集会室

②月～土　　（10：00～ 17：00）　デイサービスでの活動
　　県民せいきょう羽水きらめき

ふくい市民国際交流協会

T E L：0776-97-5020
https://fukuikokusai@fcia.jp

県民せいきょう羽水きらめき

担当：羽生瑞穂

T E L：0776-32-6000

活動日時：月曜日～金曜日（祝日を除く）
・リハビリや病棟でのお手伝い
・縫物、タオルたたみ等　
・緩和ケア病棟のティータイムや生花のお手伝い

福井県立病院　医療サービス課

T E L：0776-54-5151（内線2065）
F A X：0776-57-2916

（公財）ヤマト福祉財団
平成30年度福祉助成金
障がい者福祉助成金

会議・講演会・研修・出版・啓発・調査・

研究・スポーツ・文化の事業等

①ボランティア活動（青少年、女性、その他）

③スポーツ活動（児童青少年健全育成、その他）

④市民文化活動（地域に密着した活動）

助成総額1,000万円
1件あたり最大100万円
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♥

トリャー！少林寺拳法デモ 着ぐるみボランティア大活躍！はじめてのスティックリング

 　晴天に恵まれた 7月 8日にハピリンピック 2017 を開催しました。ハピテラスでは、
スティックリング、少林寺拳法、エスキーテニス、卓球バレーのデモンストレーション
と体験教室を行いました。４階の交流ひろばでも、アテネ、北京パラリンピックのメダ
ル展示、ニュースポーツの体験会などが行われ、多くの人でにぎわいました。

平成 29 年 10 月 14 日（土）

11:00 ～ 15：00

グローバルフェスタ

・世界のいろいろな国の文化や祭りを紹介

ハピリン　1階ハピテラス
主催：ふくい市民国際交流協会
共催：福井市総合ボランティアセンター

平成29年 10月 1日～

　　　　　11月 30日
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日　時

会　場

講　師

市民活動のための法人設立講座

平成29年7月26日（水）18：30～20：30

福井市総合ボランティアセンター研修室

阿部 俊二氏

日　時

会　場

講　師

ステップアップ講座はじめての筆談

平成29年7月29日（土）13：30～16：30

黒川 裕子 氏 内藤 悦子氏

福祉のボランティアステップアップとして、「はじめて

の筆談」の講座を開催しました。

筆談は、手話の取得困難な難聴者や中途失聴者とのコミュ

ニケーションに必要なもので、今回は体験をとり入れなが

ら基礎知識や技術を学びました。要約筆記者のお二人から、

聴覚障がいとは？どうしたら上手に伝えることができるの

か、相手との話し方のコツなどを教わりました。なかなか

うまく伝わらず、みんなで四苦八苦！

後半は基本的な要約技術として、文章のそぎ落とし、言葉

の置換、文末処理を体験しました。参加者は、筆談や要約

の難しさ、奥深さを感じ、あっという間の 3 時間で、体験

が楽しかったという感想でした。この講座をきっかけに、

難聴者や中途失聴者のよきパートナーとして、ボランティ

ア活動につなげていただきたいと思います。

市民活動を行っていて団体設立を検討している方、既に

団体として活動しているけれど今のカタチでいいのか考え

ている団体向けに講座を開催しました。

講師の阿部俊二氏は多数のＮＰＯ法人、社団法人、任意団

体の立ち上げと運営に関わっておられ、事例を交えて、現実

的な意見を聞くことができました。

　今回の参加者は、活動に対して意識の高い方だという講師

の言葉から始まり、各形態のイメージ、登記時の手続き、経

理処理などのメリット、デメリットを比較しました。団体

を法人化する前に、その活動は明確なミッションがあり、事

業として展開していけるのか、よく考えることが大切。中身

がついていかないのなら無理して法人化するより、任意団体

のほうが良いということがわかり、目から鱗でした。

講座レポート
♥ボランティアアカデミー好評のうち終了しました！

♥

市民活動紹介
♥

7/9 7/16

ぽぽぽの会 お別れパーティ きれいで安全な公園に！

小さい子をもつお母さん支援をしてきたぽぽぽの会が、9年目

を迎える8月8日に解散するということで、お別れパーティに伺い

ました。会場にはこれまでの活動写真が数多く飾られ、それでも

選ぶのに苦労したと代表の古石さんは話されました。

子育てから節電、防災など身近で幅広いテーマを扱い活動回

数は300を超えました。スタッフは全員子育て中の母親で、当事

者（ピアサポート）団体であることを大切にされてきたところ時が

過ぎ、我が子が思春期になり当事者ではなくなってきたことが解

散の理由だそうです。ただ、これを機に一部のスタッフの方が新

団体「ままcafeほころ」を立ち上げ、

お母さんたちの居場所であるオープ

ンハウスを継続開催していきます。

木のおもちゃが置いてあり、“ほっこ

り”した空間です。毎月第3金曜の10

時～13時に福井市松本公民館2階

和室で開催しています。必要として

いるお母さんにごぜひ紹介ください。

福井県電気工事工業組合福井支部に所属する24社から組合員

38名が、下馬中央公園の外灯20本、トイレ1か所の点検と清掃を

するボランティア活動をしました。

毎年、各地の公共施設で行っています。公共施設の中でも公

園でのボランティア活動が多い理由を、福井支部西川支部長は

「子どもさんから高齢の方までの多く人が利用する場所ですか

ら」と話されました。

作業は、高所作業車に乗っての、外灯カバーや電球の破損有

無の点検や、汚れの拭き取りなど。クモの巣取りも手作業で丁

寧に行いました。トイレは

電灯の点検だけではなく、

床も含めて全体の清掃を行

いました。中心市街地にあ

る市民の憩いの場でもある

公園の夜を気持ちよく、安

全に楽しんでもらえればと

の思いを込めたボランティ

ア活動でした。

福井市総合ボランティアセンター研修室

日　時

会　場

講　師

日本のボランティア世界のボランティア

平成29年7月29日（土） 10：00～12：00

東　利子 氏

img

近年、ボランティアの活躍を目にする機会が多くなりま

したが、よその国のボランティアについて知る機会はなか

なかないものです。そこで、今年度のボランティア交流会

では、福井にお住まいの外国籍の方々に集まっていただ

き、各国のボランティア事情についてお話しをうかがいま

した。講師に（公社）ふくい市民国際交流協会で「しゃべ

り場」のコーディネーターを務める東利子さん、また、パ

ネリストとして、アメリカ、ペルー、ベトナム、南アフリ

カ、中国内モンゴル自治区の方々をお迎えし、どんな人が

ボランティアをしているの？どんなボランティア活動があ

るの？といった疑問に答えていただきました。その後、参

加者と一緒に日本でのボランティア活動について語り合い

ながら、にぎやかに交流を楽しみました。

講師の黒川氏（左）、内藤氏（右）
国語の授業を受けている

ような要約筆記の講座でした。

パネラーの皆さんから各国の

ボランティア事情を聞きました。
講師とパネラーのみなさん

講師　阿部俊二　氏
講座には 24 名の受講者

が集まり、熱心に講師の話
に耳を傾けました。　

福井市総合ボランティアセンター交流ひろば

満員御礼

福祉コース

写真（国体）コース

国際コース

使う人を思って縫い

ました。タオル帽子、ロバの

マスコット、布絵本が

完成しました！

ハピリンピックで

記録写真ボランティアに

挑戦！スポーツを撮る

のは大変です！

若さの秘訣は

ボランティア！ 84 歳

現役の中島さんのお話を

聞きました！私たちも

見習わなくちゃ！

国際交流イベントで

ボランティア！料理を

通して、お互いの国の文化や

風習を学びました！

パラスポーツコース

障がい者スポーツ

教室でボランティア

しました。大玉ころがし、

車いすスラローム、フラ

イングディスクを体験

しました！

ものづくりコース

後期アカデミーは

１０月から

始まります！

一社

満員御礼


